Extracurricular Activities | 課外活動で 充実のキャンパスライフ

仲間たちと忘れられない時間を過ごしてみませんか

課外活動 で充実の
キャンパスライフ
大学ではさまざまな経験から刺激を受け成長できます。クラブ
やサークルなどの課外活動もその一環。運動部の試合を現地
で応援する、文化部や公認サークルに自ら参加するなど関わり
方もさまざまです。新しい出会いや活動を通して、学生生活を
充実させていきましょう。

Enjoy Unforgettable Times Together with Your Peers

管弦楽団による
第79回定期演奏会

3 季連続の東都リーグ優勝を
決めた硬式野球部

Extracurricular Activities

観るだけじゃない。
応 援を共に作る。

Make Your Life on Campus More Fulfilling
Life at university offers various experiences that will inspire you to improve
yourself. Extracurricular activities in clubs, circles, etc. are part of the
experiences available at university. You can engage in such activities in
various ways, such as cheering on a sports club competing at a stadium
or joining a cultural club or an officially approved circle. Make your life on
campus more fulfilling through new encounters and activities.

各部活・サークルの活動をWebサイトで
東洋 サークル紹介
紹介しています。ぜひご覧ください。
For further details, please see the List of Clubs online. List of Clubs Toyo

東北など多くの被災地で社会貢献活動を行う
学生ボランティアセンター

オウンドメディア「LINK UP TOYO」にて、東洋大學應援指導部のインタビュー
記事や、本学応援歌のかけ声・手拍子を解説した動画をアップしています。観戦者
一丸となって声援を送り、選手と共に戦いましょう！

You aren’t just a spectator, you are there to cheer your team on.
LINK UP TOYO, the Toyo University-owned media channel, shows videos of interviews with
members of the Toyo University cheerleading club and explanations on how to give different
cheers and claps. Let’s cheer our athletes on and show them our support!

Search
LINK UP TOYO

写真提供（体育会）
：東洋大学スポーツ新聞編集部
Photo provided by the Sports Toyo Editorial Department

名だたるボクサーを輩出してきた
ボクシング部

フィジカルに攻め、全力で戦う
アイススケート部 ホッケー部門

江戸時代から続く日本の奇術「 和妻 」
で
観客を魅了するマジシャンズ・ソサエティ

三大駅伝での優勝を目指す
陸上競技部 長距離部門

文武両道を掲げて活動する
サッカー部

( English unavailable )

劇団白芸・第116 回公演
「ある日、ぼくらは夢の中で出会う」

割引チケットを利用しましょう。
東洋大学生限定。学内の証明書発行機で割引チケットが購入可能。
東洋大学では、体育会運動部を 応援するために リーグ戦のチケット代金の補助
や応援ツアーを実施しています。東洋大学公式 Webサイトや学内掲示板でお知
らせしますので、実際に試合会場へ足を運び、熱い声援を届けましょう。
大会応援チケット等実績
応援ツアー実績

・硬式野球部 ・アイススケート部（ホッケー部門）・サッカー部
・ラグビー部 ・陸上競技部（長距離部門）

Use discount tickets.
Toyo University students can buy exclusive discount tickets from certificate-issuing machines
installed at the university.
To support sports clubs, Toyo University sells discount tickets to league games and organizes supporter tours.
Details will be given on Toyo University’s official website and university bulletin boards.
Supporter tickets the university has so far sold

文京あじさい祭りで
日本の伝統楽器 “ 筝 ”を披露する筝曲研究会
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• Hardball baseball club
• Ice skating club (hockey division) • Football club

Supporter tours the university has so far organized
• Rugby club
• Athletics club (distance race division)

大学祭の成功に向けて準備をする
白山祭実行委員会

世界を目指すアスリートが集う
水泳部
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